
 
‐1‐ 

 
 

平成２１年 １月１９日 

各      位 

会 社 名 株式会社ユニバーサルホーム 

代表者名  代表取締役社長 加藤 充 

（コード番号 ４７３１ ジャスダック） 

問合せ先 

役職・氏名 取締役管理統括部長 池谷 光正 

電話番号  ０３－６４００－３１５４ 

 

 

当社の非公開化等のための定款一部変更 

及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ 
 

当社は、平成 21 年１月 19 日開催の取締役会において、定款一部変更及び当社の全部取得条項付普通

株式の全ての取得について、平成 21 年２月５日開催予定の臨時株主総会及び普通株主様による種類株

主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．株券電子化に伴う当社定款の一部変更（定款一部変更の件①） 

１．変更の理由 

  「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法

律」（平成 16 年法律第 88 号）が平成 21 年１月５日に施行され、上場会社の株券は一斉に電子化さ

れたことから、株券の存在を前提とした規定の削除等の所要の変更を行うとともに、当該変更に係る

経過的な措置を定めるために附則を設けるものであります。なお、定款一部変更の件①に係る定款変

更は、定款一部変更の件①に係る議案が承認可決された時点で効力を生ずるものとします。 

 

２．変更の内容 

  変更の内容は以下のとおりであり、現行の定款を変更するものであります。 

 （下線部分は変更箇所） 

現行定款 変更案 

（株券の発行） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発行する。

 

（削除） 

（自己の株式の取得） 

第８条     （条文省略） 

（自己の株式の取得） 

第７条     （現行どおり） 

 

（株主名簿管理人） 

第９条     （条文省略） 

２．      （条文省略） 

３． 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ。）、新株予約権原簿および株券喪失

登録簿の作成ならびにこれらの備置きその他の

株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録

簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当

会社においてはこれを取り扱わない。 

 

（株主名簿管理人） 

第８条     （現行どおり） 

２．      （現行どおり） 

（削除） 

 

（株式取扱規則） 

第 10 条 当会社の株式に関する取り扱いおよび

（株式取扱規則） 

第９条 株主名簿および新株予約権原簿への記載
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手数料は、法令または本定款のほか、取締役会

において定める株式取扱規則による。 

 

 

 

 

または記録、その他株式または新株予約権に関

する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際

しての手続等については、法令または本定款に

定めるもののほか、取締役会において定める株

式取扱規則による。 

 

第 11 条から第 48 条（条文省略） 

 

第 10 条から第 47 条（現行どおり） 

 

（新設） 

附則 

第１条 当会社の株券喪失登録簿は、株主名簿管

理人の事務取扱場所に備え置き、株券喪失登録

簿への記載または記録に関する事務は株主名簿

管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わな

い。 

 

（新設） 第２条 当会社の株券喪失登録簿への記載または

記録は、法令または本定款に定めるもののほか、

取締役会において定める株式取扱規則による。

 

（新設） 第３条 本附則第１条ないし本条は、平成 22 年１

月６日をもってこれを削除する。 

 

 

３．定款一部変更の件①に関する日程の概略（予定） 

  平成 21 年２月５日（木）  臨時株主総会開催日、定款一部変更の件①の効力発生日 

 

 

Ⅱ．当社を種類株式発行会社とするための当社定款の一部変更（定款一部変更の件②） 

１．変更の理由 

  平成 20 年 11 月 20 日付当社プレスリリース「親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関する

お知らせ」等にてご報告申し上げておりますとおり、ＵＨホールディングス株式会社（以下「ＵＨホ

ールディングス」といいます。）は、平成 20 年 10 月７日から平成 20 年 11 月 19 日まで当社普通株

式を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行った結果、平成 20 年 11 月

28 日（決済日）をもって、当社普通株式 15,899 株（総株主の議決権の数に対する所有割合：83.78％）

を保有するに至っております。 

  ＵＨホールディングスは、本公開買付けにかかる公開買付届出書において表明しているとおり、本

公開買付けにおいて、当社の創業者でありかつ代表取締役である加藤充及び加藤充の親族が 100％の

株式を保有する有限会社Ｋ．Ａ．Ｍ．（以下「加藤ら」といいます。）が所有する 2,581 株を除いた、

発行済全株式（自己株式を除きます。）を取得し、当社を非公開化することを企図しております。 

当社事業においては、平成 20 年 10 月６日付当社プレスリリース「当社株式に対する公開買付けに

関する賛同意見表明のお知らせ」等にてご報告申し上げておりますとおり、我が国の住宅市場は、少

子高齢化の進展等を背景に、新設住宅着工戸数が長期的な減少傾向にあり、住宅の供給を巡る市場の

競争は激化しています。さらに、これからは金利水準の上昇、資材価格の高騰による建築コストの上

昇等の懸念材料が加わり、住宅関連事業の経営は厳しさを増してきております。 

  このような中で、当社は、平成19年３月期及び平成20年３月期において営業損失を計上しました。

これには一時的な要因もありますが、特にＦＣ事業における住宅の販売戸数の漸減が背景にあります。 

当社の代表取締役である加藤充は、上述のような当社及び住宅業界を取り巻く厳しい状況の中で、

改めて当社の業績を利益基調に復帰せしめ、さらに中長期的に企業価値を向上させるための経営改

革の方策を検討してきました。それは、ブランド・商品戦略を再強化し、ＦＣ加盟店に提供する価

値をより高度化することにより、当社事業の基本であるＦＣ事業を再び成長軌道に乗せると同時に、

既に実績の上がってきている直営事業を、ＦＣ事業とのシナジーを 大化させつつ大きく成長させ
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ることを目指すものです。 

  そのような中、当社の代表取締役である加藤充は、ＵＨホールディングスの発行済株式総数の

100％を保有する投資事業有限責任組合ＤＲＣⅠを運営するＤＲＣワン株式会社（以下「ＤＲＣワン」

といいます。）及び不動産・住宅・建設業界等における企業支援事業を行っているＴＮパートナーズ

株式会社（以下「ＴＮＰ」といいます。）との間で、企業価値向上のための経営改革の施策について

検討する機会を得、 善の施策につき三者で検討を重ねてまいりました。その結果、経営改革の施策

として、ブランド・商品強化に向けたエコライン商品（国土交通省主導のもと進められているＣＡＳ

ＢＥＥ（建築物総合環境性能評価システム）や超長期住宅先導的モデル事業への対応商品）など未来

志向の商品開発、営業力及び開発力強化に向けた他の業種とのコラボレーションやＭ＆Ａも含めたア

ライアンス戦略の展開、店舗拡大のための資産取得、営業ノウハウ情報のより高度なグループ内共有

のためのシステム開発等、意欲的な先行投資が必要であると共に、社内・グループ内人事・教育制度

のさらなる構築・強化等も不可欠との共通認識に達し、さらにＤＲＣワン及びＴＮＰはこのような施

策の実現に向けて、それぞれの持つノウハウを提供することで合意に達しました。 

しかしながら、斯かる経営改革の施策展開の過程では、一時的にせよかえって業績の悪化、それに

起因する株価の下落も予想され、近年ますます短期志向を強めている資本市場から、十分な評価を得

られない可能性があります。さらに先行投資にはリスクも伴い、失敗した場合は企業価値を毀損する

だけに終わることもあり得ます。そこで、当社はこのような改革に伴うリスクを、当社の一般株主の

皆様に負っていただくことを回避するとともに、改革推進期間を通じて、当社経営陣を中長期的かつ

専門的に支援することのできるＤＲＣワン及びＴＮＰと一体となって、迅速かつ果敢に経営改革を推

進する体制を構築するため、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手法により非公開化を行うこと

が 善であると判断しました。 

以上を踏まえ、当社では、以下の方法によりＵＨホールディングスによる当社の非公開化を行うこ

とといたしました（以下総称して「本定款変更等」といいます。）。 

(1) 定款一部変更の件①による変更後の当社定款の一部を追加変更し、種類株式を発行する旨の

定めを新設することといたします。 

(2) (1)による変更後の当社定款の一部を追加変更し、当社普通株式に、当社が株主総会の特別

決議によってその全てを取得する全部取得条項（以下「全部取得条項」といいます。）を

付します（以下全部取得条項が付された当社普通株式を「全部取得条項付普通株式」とい

います。）。なお、全部取得条項付普通株式の内容としては、当社が株主総会の特別決議

によって全部取得条項付普通株式の全てを取得する場合において、全部取得条項付普通株

式１株と引換えに、後記２．の定款変更により新たに新設される予定の当社Ａ種種類株式

0.0018 株を交付する旨を定めるものといたします。 

(3) 会社法第 171 条に基づき、株主総会の特別決議によって、発行済の全部取得条項付普通株式

の全て（自己株式を除きます。）を取得し、上記(1)及び(2)による変更後の定款の定めに

従い、全部取得条項付普通株式１株と引換えに、当社Ａ種種類株式 0.0018 株を交付いたし

ます。 

 

  会社法第 171 条並びに上記(1)及び(2)による変更後の当社定款の定めに従って当社が株主総会の

特別決議によって発行済の全部取得条項付普通株式の全て（自己株式を除きます。）を取得した場合

（すなわち、本定款変更等を実施した場合）、ＵＨホールディングス及び加藤ら以外の各株主様に対

し取得対価として割当てられる当社のＡ種種類株式は、１株未満の端数となる予定です。かかる株主

様に対する割当ての結果生じる１株未満の端数につきましては、その合計数に相当する株式を、法令

の定める手続に従い、必要となる裁判所の許可が得られることを条件に売却し、その売却により得ら

れた代金をその端数に応じて株主様に交付します。ただし、上記売却にあたっては、当該端数の合計

数に１株に満たない端数がある場合には、当該端数部分は会社法第 234 条第１項により切り捨てられ、

売却の対象となりません。なお、この場合であっても、売却代金の交付に際しては、各株主様が割当

てを受ける端数の割合に応じて売却代金が交付される予定です。かかる売却手続に関し、当社では、

会社法第 234 条第２項の規定に基づき、裁判所の許可を得て当社のＡ種種類株式をＵＨホールディン
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グスに対して売却すること、または会社法第 234 条第４項の規定に基づき、当社が買い取ることを予

定しております。 

  この場合の当社のＡ種種類株式の売却金額につきましては、必要となる裁判所の許可が予定どおり

得られた場合には、別途定める基準日において各株主様が保有する当社普通株式数に 125,000 円（Ｕ

Ｈホールディングスが当社普通株式に対して公開買付けを行った際における１株あたりの買付価格）

を乗じた金額に相当する金銭を各株主様に交付できるような価格に設定することを予定しておりま

すが、裁判所の許可が得られない場合や、計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付

される金額が上記金額と異なる場合もあります。 

  定款一部変更の件②は、本定款変更等の(1)として、当社が種類株式発行会社となるための規定を

設けるほか、所要の変更を行うものであります。なお、定款一部変更の件②に係る定款変更は、定款

一部変更の件①に係る定款変更の効力が生ずることを条件として、定款一部変更の件②に係る議案が

承認可決された時点で効力を生ずるものとします。 

 

２．変更の内容 

  変更の主な内容は以下のとおりであり、定款一部変更の件①による変更後の当社定款を追加変更す

るものであります。 

 ・Ａ種種類株式の内容に関する規定を新設するものです。 

 ・当社が種類株式発行会社になることに伴い、普通株式及びＡ種種類株式のそれぞれについて、発行

可能株式総数についての定めを設けるものです。 

 ・当社が種類株式発行会社になることに伴い、種類株主総会に関する規定を新設するものです。 

 （下線部分は変更箇所） 

定款一部変更の件①による変更後の定款 変更案 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、76,000 株

とする。 

 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、76,000 株

とし、普通株式およびＡ種種類株式の発行可能

種類株式総数はそれぞれ 38,000 株とする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

（Ａ種種類株式） 

第６条の２ 当会社は、残余財産を分配するとき

は、Ａ種種類株式を有する株主（以下「Ａ種株

主」という。）またはＡ種種類株式の登録株式

質権者（以下「Ａ種登録株式質権者」という。）

に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株

主」という。）または普通株式の登録株式質権

者（以下「普通登録株式質権者」という。）に

先立ち、Ａ種種類株式１株につき１円（以下「Ａ

種残余財産分配額」という。）を支払う。Ａ種

株主またはＡ種登録株式質権者に対してＡ種残

余財産分配額の金額が分配された後、普通株主

または普通登録株式質権者に対して残余財産の

分配をする場合には、Ａ種株主またはＡ種登録

株式質権者は、Ａ種種類株式１株当たり、普通

株式１株当たりの残余財産分配額と同額の残余

財産の分配を受ける。 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

（種類株主総会） 

第 14 条の２ 第 12 条、第 14 条および第 15 条な

いし第 17 条の規定は、種類株主総会にこれを準

用する。 

２． 第 13 条第１項の規定は、会社法第 324 条第

１項の規定による種類株主総会の決議にこれを

準用する。 
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（新設） ３． 第 13 条第２項の規定は、会社法第 324 条第

２項の規定による種類株主総会の決議にこれを

準用する。 

 

 

３．定款一部変更の件②に関する日程の概略（予定） 

  平成21年２月５日（木）  臨時株主総会開催日、定款一部変更の件②の効力発生日 

 

 

Ⅲ．当社の非公開化のための当社定款の一部変更（定款一部変更の件③） 

１．変更の理由 

  定款一部変更の件②でご説明申し上げておりますとおり、当社は、経営改革に伴うリスクを当社の

一般株主の皆様に負っていただくことを回避するとともに、今まで以上に迅速かつ機動的に経営改革

を推進することが可能な経営体制へ転換するために、ＭＢＯの手法により非公開化を行うことといた

しました。 

  定款一部変更の件③は、定款一部変更の件②でご説明申し上げました本定款変更等の(2)として、

定款一部変更の件①及び定款一部変更の件②による変更後の当社定款の一部を追加変更し、当社普通

株式に全部取得条項を付してこれを全部取得条項付普通株式とし、かつ、当該全部取得条項に従い当

社が株主総会の特別決議によって発行済の全部取得条項付普通株式の全て（自己株式を除きます。）

を取得する場合において、全部取得条項付普通株式１株と引換えに、当社Ａ種種類株式 0.0018 株を

交付する旨の定款の定めを設けるものです。 

  かかる定款の定めに従って当社が株主総会の特別決議によって発行済の全部取得条項付普通株式

の全て（自己株式を除きます。）を取得した場合に、ＵＨホールディングス及び加藤ら以外の各株主

様に対して取得対価として割当てられる当社のＡ種種類株式は、１株未満の端数となる予定です。な

お、定款一部変更の件③に係る定款変更は、(ⅰ)定款一部変更の件②に係る定款変更の効力が生ずる

こと、(ⅱ)後記「Ⅳ．全部取得条項付普通株式の取得」に係る議案が原案どおり承認可決されること、

及び(ⅲ)普通株主様による種類株主総会において定款一部変更の件③に係る議案と同内容の変更案

に係る議案が原案どおり承認可決されることを条件として、効力を生ずるものであります。また、定

款一部変更の件③に係る定款変更の効力発生日は平成 21 年３月 13 日といたします。 

 

２．変更の内容 

  変更の内容は以下のとおりであり、定款一部変更の件①及び定款一部変更の件②による変更後の定

款を追加変更するものであります。 

 ・当社普通株式に全部取得条項を付すことにより、株式の内容として全部取得条項を有する種類の株

式とするとともに、当社が全部取得条項付普通株式を取得する場合に当該取得と引換えに交付する

対価を定めるものです。 

（下線部分は変更箇所） 

定款一部変更の件①及び定款一部変更の件② 

による変更後の定款 
変更案 

 

（新設） 

 

（全部取得条項） 

第６条の３ 当会社が発行する普通株式は、当会

社が株主総会の決議によってその全部を取得で

きるものとする。当会社が当該取得を行う場合

には、当会社は、普通株式１株の取得と引換え

に、0.0018 株の当会社のＡ種種類株式を交付す

る。 
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３．定款一部変更の件③に関する日程の概略（予定） 

  平成21年２月５日（木）  臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会開催日 

  平成21年３月13日（金）  定款一部変更の件③の効力発生日 

 

 

Ⅳ．全部取得条項付普通株式の取得 

１．全部取得条項付普通株式の取得を必要とする理由 

  定款一部変更の件②でご説明申し上げておりますとおり、当社は、経営改革に伴うリスクを当社の

一般株主の皆様に負っていただくことを回避するとともに、今まで以上に迅速かつ機動的に経営改革

を推進することが可能な経営体制へ転換するために、ＭＢＯによる当社の非公開化を行うことといた

しました。 

  全部取得条項付普通株式の取得は、定款一部変更の件②でご説明申し上げました本定款変更等の

(3)として、会社法第 171 条並びに定款一部変更の件①、定款一部変更の件②及び定款一部変更の件

③による変更後の定款に基づき、株主総会の特別決議によって、当社が発行済の全部取得条項付普通

株式の全て（自己株式を除きます。）を取得し、当該取得と引換えに、以下に定めるとおり、株主様

に対し取得対価を割当てるものであります。なお、かかる取得対価としては、定款一部変更の件①、

定款一部変更の件②及び定款一部変更の件③による変更後の定款において定める当社Ａ種種類株式

とさせていただいております。 

  全部取得条項付普通株式の取得についてご承認いただいた場合、ＵＨホールディングス及び加藤ら

以外の各株主様に対して取得対価として割当てられる当社Ａ種種類株式の数は、１株未満の端数とな

る予定です。このように割当てられるＡ種種類株式の数が１株未満の端数となる株主様に関しまして

は、会社法第 234 条の定めに従って以下のとおりの１株未満の端数処理がなされ、 終的には現金が

交付されることになります。具体的には、株主様に対する割当ての結果生じる１株未満の端数につき

ましては、その合計数に相当する株式を、法令に定める手続に従い、必要となる裁判所の許可が得ら

れることを条件に売却し、その売却により得られた代金をその端数に応じて株主様に交付します。た

だし、上記売却にあたっては、当該端数の合計数に１株に満たない端数がある場合には、当該端数部

分は会社法第 234 条第１項により切り捨てられ、売却の対象となりません。なお、この場合であって

も、売却代金の交付に際しては、各株主様が割当てを受ける端数の割合に応じて売却代金が交付され

る予定です。かかる売却手続に関し、当社では、会社法第 234 条第２項の規定に基づき、裁判所の許

可を得て当社のＡ種種類株式をＵＨホールディングスに対して売却すること、または会社法第 234

条第４項の規定に基づき、当社が買い取ることを予定しております。 

  この場合の当社のＡ種種類株式の売却金額につきましては、必要となる裁判所の許可が予定どおり

得られた場合には、別途定める基準日において各株主様が保有する当社普通株式数に 125,000 円（Ｕ

Ｈホールディングスが当社普通株式に対して公開買付けを行った際における１株あたりの買付価格）

を乗じた金額に相当する金銭を各株主様に交付できるような価格に設定することを予定しておりま

すが、裁判所の許可が得られない場合や、計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付

される金額が上記金額と異なる場合もあります。なお、全部取得条項付普通株式の取得は、定款一部

変更の件③に係る定款変更の効力が生ずることを条件として、効力が生ずるものであります。 

 

２．全部取得条項付普通株式の取得の内容 

(1) 全部取得条項付普通株式を取得するのと引換えに交付する取得対価及びその割当てに関する

事項 

当社は、当社の取得日（下記(2)において定めます。）において、別途定める基準日（取得日

の前日を基準日とすることを予定しております。）の 終の当社の株主名簿に記載または記録さ

れた株主様の有する全部取得条項付普通株式の全て（自己株式を除きます。）を取得し、これと

引換えに、定款一部変更の件①、定款一部変更の件②及び定款一部変更件③による変更後の当社

定款第６条の３の定めに従い、全部取得条項付普通株式１株に対し、0.0018 株の割合にて当社

のＡ種種類株式を交付するものであります。 
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(2) 取得日 

    平成 21 年３月 13 日（ただし、全部取得条項付普通株式の取得は、定款一部変更の件②及び定

款一部変更の件③に係る定款変更の効力が生ずることを条件として、効力が生ずるものといたし

ます。） 

(3) その他の必要事項につきましては、取締役会に一任願いたいと存じます。 

 

 

Ⅴ．本定款一部変更等の日程の概要  

  平成21年１月19日（月） 取締役会決議（臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集） 

  平成21年２月５日（木） 臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会（予定） 

  平成21年２月６日（金） 整理銘柄への指定（予定） 

  平成21年３月５日（木） 当社普通株式の 終売買日（予定） 

  平成21年３月６日（金） 当社普通株式の上場廃止日（予定） 

  平成21年３月12日（木） 全部取得条項付普通株式の取得に係る基準日（予定） 

  平成21年３月13日（金） 当社による当社全部取得条項付普通株式の取得及び当社Ａ種種類株式 

の交付の効力発生日（予定） 

 

以 上 


